
卸DI実例集卸DI実例集 第356回

Vol.37 No.4  (2013) 38 (230)

Question No.1571

ピボキシル基を有する薬剤による
低カルニチン血症について

Answer

ピボキシル基は、薬剤の消化管吸収を高める目
的で、導入されています。代謝されると、ピバリ
ン酸と活性本体になり、ピバリン酸はカルニチン
抱合を受けて尿中排泄され、血中カルニチンが低
下します（図）。
カルニチンは、食物からの摂取やアミノ酸から
の生合成により体内に供給されるので、通常欠乏
することはありません。
空腹、飢餓状態では脂肪酸β酸化によって必要
なエネルギーを確保し、糖新生を行います。カル
ニチンは脂肪酸β酸化に必須の因子で、カルニチ
ンが欠乏すると脂肪酸β酸化ができず、糖新生が
行えないため、低血糖に至ります。
特に小児、乳幼児は血中カルニチンが少ないた
め、ピボキシル基を有する薬剤（表）を投与する
と、カルニチン排泄が亢進し、低カルニチン血症

に至ることがあります。投与の際には重篤な低カ
ルニチン血症に伴う低血糖症、痙攣、脳症等に注
意が必要です。

図　ピボキシル基を有する薬剤の代謝

【資料】
ピボキシル基を有する抗菌薬投与による小
児等の重篤な低カルニチン血症と低血糖につい
て．PMDAからの医薬品適正使用のお願いNo.8，
2012.4.

〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱企画推進部医薬情報チーム

表　ピボキシル基を有する薬剤

分類 一般名/略号 商品名 会社名 後発医薬品の
有無

抗
菌
薬

ペニシリン系 ピブメシリナム塩酸塩/
PMPC メリシン錠50mg 武田

第3世代
セフェム系

セフカペンピボキシル塩酸
塩水和物/CFPN-PI

フロモックス錠75mg
塩野義 ○フロモックス錠100mg

フロモックス小児用細粒100mg
セフジトレンピボキシル/
CDTR-PI

メイアクトMS錠100mg
MeijiSeika ○

メイアクトMS小児用細粒10%

セフテラムピボキシル/
CFTM-PI

トミロン錠100 富山化学=大正富山=
昭和薬化

トミロン錠50
富山化学=大正富山

トミロン細粒小児用10% ○

カルバペネム系 テビペネムピボキシル/
TBPM-PI オラペネム小児用細粒10% MeijiSeika

抗ウイルス薬 アデホビルピボキシル/ADV ヘプセラ錠10 GSK
【後発医薬品の有無】 ○：後発医薬品有り、空欄：後発医薬品無し 詳細は添付文書等をご参照ください。
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Question No.1572

便秘の分類、治療について教えてください。
（2012年10月29日）

Answer

便秘とは
便秘とは、腹部膨満や残便感など排便に困難や
不快感がある状態をいいます。また、一般的に３
～４日以上便通が無い状態を便秘とする場合もあ
ります。便秘は、発症経過で慢性と急性に大別さ
れますが、原因で分類すると下表の様に分けられ
ます。

分　類 特　徴

器質性便秘

腸管の解剖学的異常や、他臓器病変によ
る腸管の圧迫により起こる。原因は、先
天的（巨大結腸症やＳ状結腸過長症）、後
天的（結腸・直腸癌、腸管癒着など）に分
けられる

機
能
性
便
秘

一過性便秘
旅行、妊娠やダイエットなど生活環境や
食事の変化、精神的要因などが原因で急
性かつ一過性に起こる

習
慣
性
便
秘

弛緩性便秘

大腸の緊張低下・運動の鈍化により便が
滞留し、水分の過剰吸収によって便が硬
くなるために起こる。腹筋力の衰えた者
（高齢者、長期療養者・出産後の女性な
ど）に多い

直腸性便秘

度重なる便意の抑制、下剤や浣腸の誤
用・乱用により、直腸の感受性が低下し、
便意が起こりにくくなるために起こる。
排便困難症とも呼ばれる

痙攣性便秘

ストレスや副交感神経の過度の緊張によ
り結腸が痙攣し、便の腸内での移動速度
が低下するために起こる。過敏性腸症候
群の症状として見られることが多い

症候性便秘
糖尿病などの代謝性疾患や甲状腺機能低
下症などの内分泌疾患、中枢神経疾患な
どが原因で起こる

薬剤性便秘 薬剤（抗コリン薬、モルヒネ、三環系抗
うつ薬など）の副作用が原因で起こる

便秘症に使用される主な薬剤（内服薬）

分　類 主な製品名 特　徴

クロライド
チャネル
アクチベーター
（クロライド
チャネル活性剤）

アミティーザ

■�小腸粘膜上皮細胞のクロライ
ドチャネルを活性化し、腸管
内への水分分泌を促進するこ
とで、便を軟化・湿潤させて
排便を促す
■�長期にわたり投与しても改善
効果を維持することが確認さ
れている
■�適応症は、器質性便秘を除く
慢性の便秘症である
■�妊婦とその可能性がある婦
人、授乳婦に対する投与は禁
忌である（動物実験において、
胎児、乳汁中への移行が認め
られている）

機
械
的
下
剤

塩類下剤 マグラックス

■�腸管内で吸収されにくいた
め、腸内容液の浸透圧が高く
なり、水分が腸管内へ移行す
る。これにより、便の軟化と
蠕動運動の亢進が起こり排便
を促す
■�糖類下剤は、腸内細菌が薬剤
を分解して生成する有機酸に
よる蠕動運動刺激作用もあわ
せ持つ
■�酸化マグネシウム製剤（マグ
ラックスなど）は、長期・大
量投与による高マグネシウム
血症に注意が必要である

糖類下剤 モニラック

膨張性下剤 バルコーゼ

■�水分を吸収しつつ便に浸透す
ることにより、腸の内容物を
膨張させ、大腸を刺激し排便
を促す

湿潤性下剤 ビーマス

■�便の表面張力を下げることで
水分吸収を容易にし、軟化・
湿潤させて排便を促す
■�ビーマスには、大腸を刺激
し、蠕動運動を亢進する成分
も配合されている

大腸刺激性下剤
アローゼン、
プルセニド、
ラキソベロン

■�薬物の分解産物が化学的に大
腸の粘膜を刺激して、蠕動運
動を亢進することで排便を促
す。さらに、ラキソベロンな
どのジフェノール誘導体で
は、大腸における水分吸収抑
制作用による便の軟化作用も
あわせ持つ
■�アローゼン、プルゼニドなど
のアントラキノン系誘導体
は、連用による耐性の増大に
より、必要量が漸増すること
から長期連用を避ける

【参考資料】
・�各社�添付文書、インタビューフォーム（2012年
10月15日現在）
・�編集�日比紀文、吉岡政洋：便秘の薬物療法，協和
企画，2007
・�編集�菅野健太郎、上西紀夫、井廻道夫：消化器
疾患�最新の治療�2009-2010，南江堂，2009

〈執筆協力会社〉アルフレッサ㈱薬事情報部

便秘症の治療
機能性便秘では、規則的な排便習慣の確立のた
めの生活習慣と食事の改善（朝食を摂る習慣作り
や適度な運動、食物繊維・水分の積極的摂取など）
を基本とし、必要に応じて薬物療法が行われます。
一方、器質性便秘や症候性便秘では原因疾患の治
療、薬剤性便秘では薬剤の中止など原因への対処
が基本となります。
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■主な巻き爪矯正器具４），５），６）

製 品 名 ドクター・ショール　巻き爪用クリップ 巻き爪プロテクター

会 社 名 レキットベンキーザー・ジャパン株式会社 阿蘇製薬株式会社

分 類 雑品 一般医療機器/特定保守管理医療機器

外 観
両端にフックのついた形状記憶合金（銅・アルミ・
マンガン）の板状クリップ

ポリカーボネート製フックが絆創膏の中央部に取
り付けられた形状

サ イ ズ
（クリップ幅）：�Ｓ（15ミリ）、Ｍ（17ミリ）、Ｌ（19

ミリ）
絆創膏部：約７センチ
爪挿入口部：約１センチ

入 数 １個 60個

イメージ

特 徴
フックを爪の両端に引っかけて装着する。形状記
憶合金の復元力により、クリップが爪の甲全体を
持ち上げ爪の変形を改善する。

フックを爪の先端に引っかけて絆創膏で固定する。
テコの原理で逆方向に牽引することで圧迫部から
引き離し、巻き爪による食い込みを軽減・防止する。

Question No.1573
巻き爪を矯正するための器具はあるか

Answer

爪の異常をともなう症状として「巻き爪」、「陥入
爪」がある。
「巻き爪」とは爪甲側縁が内側に過度に湾曲した
状態をいう。先端の尖った靴や窮屈な靴・靴下な
どによる側方からの圧迫により生じ、湾曲した爪
に靴が当たって痛みを伴うことがある。また、爪
白癬による爪甲下角質増殖や、遺伝的素因も原因
のひとつとして考えられている。１），２），３）

「陥入爪」とは爪甲先端や側縁が周囲の皮膚に刺
入した状態をいう。深爪や巻き爪、足に強い力が
加わるスポーツなどによって生じる。その結果、
血管拡張性肉芽腫の形成や、刺入部からの細菌感
染により炎症が生じ、激しい痛みを生じることが
ある。抗菌薬の内服をいたずらに続けても、爪の
物理的要因を取り除かない限り症状は軽快しない
ことが多い。１），２），３）

巻き爪、陥入爪の治療法として「手術療法」と「保存
的治療」がある。保存的治療は保険適応外となるが、
良好な治療結果が報告されており、現在、操作が簡
便な巻き爪矯正器具が市販されている。１），�２），３）, ４）

【手術療法】
陥入爪に対して保険適応がある。

▼フェノール法
陥入した部分の爪を切除したあと、爪母細胞を
フェノールで焼灼し、爪の幅を狭めることで再発
を防ぐ。
比較的容易で多くの医療機関で行われており、
標準的な治療法と言える。
ただし、爪甲の変形をきたしたり、処置が不十
分で再発を引き起こしたりすることもある。

【保存的治療】
巻き爪、陥入爪を矯正しながら保存的に治療を
行う方法。（保険適応外）
ａ）�比較的軽症の巻き爪、陥入爪に用いる方法。医
師の装着指導後、患者自身で対応可能。

▼コットンパッキング法（綿花法）
陥入している爪の先端と皮膚の間に綿花を挿入
し、直接刺入を防ぐ。
▼テーピング法
幅１～1.5センチ、長さ４センチ程度の布製の弾
性絆創膏を用意し、爪甲が陥入した爪郭をテープ
で引っ張り、皮膚から爪が離れる状態にし、爪の
刺入を防ぐ。
▼ガター法
１センチほどに切った細く軟らかいチューブ（点
滴チューブなど）に、縦に切り込みを入れ、皮膚へ
陥入している爪の端に差し込み、爪の陥入を防ぐ。
重症の陥入爪でも対応可能。
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ｂ）�爪の形が著しく曲がっている巻き爪の矯正に用
いる方法。

▼ワイヤー法
弾性のワイヤーを湾曲した爪角に通し爪角を押
し上げ平坦にする、または爪の辺縁にワイヤーを
引っかけて巻き上げることで爪の変形を改善する。
重症の巻き爪でも対応可能。
ただし、継続した矯正が必要であり、保険が利
かずワイヤーが高価で治療費が高くなるといった
欠点がある。
▼巻き爪矯正器具を用いる方法
外科的処置の必要がなく、医師の装着指導後患
者自身で対応可能といった利点がある。
前頁の表で代表的な巻き爪用の矯正器具を紹介
する。

【参考文献】
１）�原田和俊ほか：巻き爪と陥入爪の治療，Skin�
Surgery，20（２），2011，117-124

２）�矢野登志恵：フットケア―血流改善だけでは
なく、足自体の管理・治療が大事―，治療,93
（４），2011，638-641

３）�高山かおる：足の爪のトラブル，きょうの健康，
289，2012，74-77

４）各製品パンフレット
５）�ドクター・ショール�巻き爪用クリップ〈http://
drscholls.jp/makizume/top.html〉

６）�阿蘇製薬株式会社〈http://www.aso-pharm.co.�
jp/〉

〈執筆協力会社〉
㈱エバルス 薬事情報室医薬情報グループ


